
ジュニアスノーキャンプ 小学1年生から参加できるようになりました！★スキー班
★スノーボード班

検定キャンプ SAJ公認プライズテスト、スキー＆スノーボードのバッジテストにチャレンジ！
合格にむけてのカリキュラムであなたをサポートします！

●  費　用　18,000円
　　　　  交通費、宿泊費、食費（朝2回、昼2回、夜2回）
　　　　　　傷害保険料、リフト代込み（高山市内のお子様はリフト代金不要）

●  日　程　令和元年12月26日（木）
　　　　　　　　 ～12月28日（土）（2泊3日）
●  対　象　小学1年生以上、高校生以下（同意書が必要です）
　　　　  　 （保護者、引率者の宿泊もできます）
　　　　　　※小学1・2年生は、引率者が同行されるよう
　　　　　　　お願いします。
●  定　員　70名

●  申込み〆切　令和元年12月12日（木）

13:15  貸切バス 高山駅西口着予定

12月26日（木） 15:45  受付（国立乗鞍青少年交流の家・
　　　　　　　            高山駅西口にて）  

12月27日（金）  終  日   レッスン
12月28日（土）  午  前   レッスン

11:00  閉校式

16:30  貸切バス 高山駅西口出発

12:30  解散（国立乗鞍青少年交流の家にて）

17:15  オリエンテーション
19:00  開校式

●  日　程　令和2年2月27日（木）～3月1日（日）（3泊4日）
● 対　象   19才以上
● 定　員　60名
● 費　用　29,000円
　　　　　　交通費、宿泊費、食費（朝3回、昼2回、夜3回）
　　　　　　傷害保険料、リフト代込み
●  申込み〆切　令和2年2月13日（木）

2月27日（木）   11:30  貸切バス高山駅西口出発

2月28・29日    終　日  レッスン

3月1日（日）      9:00  退所・解散（国立乗鞍青少年交流の家にて）
　 　　　　　 10:00   貸切バス高山駅西口着予定

2月29日（土）  19:00  フェアウェルパーティー（閉校式）

  12:15  受付（国立乗鞍青少年交流の家にて）
  13:15  開校式
  14:00  レッスン開始

NEW白銀のつどい さあ白銀の世界へ！ 初心者の方も大歓迎です

● 検定内容
　　 と
　費　   用

●  定　　員　50名
●  申込み〆切　令和2年1月30日（木）

●  スキークラウンプライズテスト
　（テクニカル取得者）
  22,500円
●   スキーテクニカルプライズテスト
   （1級取得者） 22,500円
●  スキー 1級（2級取得者） 19,500円
●  スキー 2級  18,500円

●  スノーボード 1級（2級取得者） 19,500円
●  スノーボード 2級 18,500円

●  日　　程　令和2年2月15日（土）～2月16日（日）（1泊2日）

10:00  事前講習及び検定会
16:00  終了予定

10:00  事前講習開始
16:00  国立乗鞍青少年交流の家へ移動
19:00  各班でミーティング

2月16日（日）   9:00  スキー場へ移動（交流の家退所）

2月15日（土）   9:00  スキー学校集合、 受付
                     9:45  開校式

●  費　用　20,500円
　　　　　　宿泊費、食費（朝2回、昼2回、夜2回）、
　　　　　　傷害保険料、リフト代込み

●  申込み〆切　令和2年1月16日（木）

●  日　程　令和2年1月31日（金）
　　　　　　　　 ～2月2日（日）（2泊3日）
●  対　象　19才以上
●  定　員　60名

注）小学生の方から参加できますが、中学生・高校生の方にはできる
　  限り、小学生の方には引率者が同行されるようお願いします。

飛騨高山スキー学校 オリジナルスノーキャンプ飛騨高山スキー学校 オリジナルスノーキャンプ

スプリングスノーキャンプ 初心者から楽しめる。年代や技術に合わせた班編成で中身が充実。
移動も快適。　　シャトルもあるよ。

12:30  スキー学校集合、 受付
13:15  開校式
13:30  レッスン
16:00  国立乗鞍青少年交流の家へ移動
  9:00  スキー場へ移動
10:00  レッスン
  9:00  スキー場へ移動（交流の家退所）
10:00  レッスン
12:15  閉校式

1月31日（金）

2月1日（土）

2月2日（日）

日　程

日　程

日　程

日　程

パパママキャンプ 小さなお子様とごいっしょにみなさんおまちしています！！
●  日　程　令和2年2月22日（土）～2月24日（月）（2泊3日）
●  対　象　未就学児をお持ちの方からファミリーで参加できます。
●  定　員　60名

12:30  スキー学校集合、 受付
13:15  開校式
13:30  レッスン
16:00  国立乗鞍青少年交流の家へ移動
  9:00  スキー場へ移動
10:00  レッスン
  9:00  スキー場へ移動（交流の家退所）
10:00  レッスン
12:15  閉校式

2月22日（土）

2月23日（日）

2月24日（月）

日　程

※検定キャンプ費用は、宿泊費、検定料、傷害保険料、
　 食費（朝1回、昼2回、夜1回）、リフト代込み
※公認料、登録料は含みません。

（　　　　　　　　　　　　）引率者1名につき10,500円、宿泊費、傷害保険料、
食費（朝1回、昼2回、夜1回）込み。

（　　　　　　　  ）引率者1名につき13,500円 、交通費、
食費（朝2回、昼2回、夜2回）、傷害保険料込み

●お申込み先は濃飛バス トラベルセンターです。FAX、郵送またはインターネットにてお申込みください。
●最少催行人員/2名様以上です。各キャンプとも募集定員がありますので、お早めにお申込みください。
●受付最少人員/大人1名または大人1名を含む2名  ●宿泊予定施設/国立乗鞍青少年交流の家（お部屋は男女別の相部屋にな
ります。お部屋にはバス、トイレは付いておりません。宿泊のルールを守り利用することを条件とします。）
●旅行開始日時点で､15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただく場合があります。また、予約時点で20歳未満の
方のみでのご参加の場合は、親権者の同意書が必要です。  ●スキー用具などのレンタル希望者は別途スキー学校よりご案内
いたしますので、お問合せは飛騨高山スキー学校へお願いします。  ●ネットでのお申込みは飛騨高山スキー学校ホームペー
ジの申込みフォームにてお願いします。  ●申込書は、おひとり様1枚必要です。（引率者の方もお書き下さい。）

お客様への共通のご案内（下記事項と各キャンプ毎の案内を必ずお読みください。）

※キャンプ参加のお子様でご希望の方は26日午後にスキー学校サービス
　レッスンが受けられます。くわしくはスキー学校までお問い合わせ下さい。

●  費　用　18才以上            20,500円
　　　　  小･中学生･高校生 17,500円
              未就学児              7,000円（レッスン無し）
　※未就学児のレッスンをご希望の方は、別途スキー学校のデビューレッスン
　　（マンツーマン半日4,100円、現地申込み・精算）が必要です。
　　宿泊費、食費（朝2回、昼2回、夜2回）、傷害保険料、リフト代込み

●  申込み〆切　令和2年2月6日（木）

■募集型企画旅行契約
　この旅行は、濃飛乗合自動車株式会社（以下「当社」という）が企画・募集・
実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行
契約を締結することになります。旅行契約の内容・条件は、募集パンフレッ
ト又はホームページ。別途お渡しする旅行条件書（全文）・出発前にお渡しす
る最終日程表及び当社旅行業約款募集型企画旅行の部（以下「約款」という）に
よります。
■ご旅行のお申込及び契約の成立時期
①所定のお申込書に所定の事項をご記入いただき、下記のお申込金を添えて
　お申込ください。
②電話、〒、ファクシミリ、インターネット及びその他の通信手段による旅行
　契約のお申込みを受け付けることがあります。この場合、契約はご予約の
　時点では成立しておらず、当社がご予約の承諾を通知した日の翌日から起
　算して３日以内（インターネットでの予約の場合は当社が定める期間内）に
　申込書の提出と申込金のお支払又は会員番号（クレジットカード番号）を通
　知していただきます。この期間内に申込金のない場合又は会員番号（クレジットカー
　ド番号）を通知されない場合は、当社はお申込がなかったものとして取扱います。
③お申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部又は全部として
　取扱います。
　お申込金額は、各コースともお一人様3,000円以上旅行代金までといたし
　ます。
■旅行代金のお支払
　旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって13日目にあたる日よりも前
（お申込が間際の場合は当社が指定する日までに）にお支払ください。また、
お客様が当社提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署名なくし
て旅行代金、取消料、違約料、追加諸費用などをお支払いただくことがあり
ます。この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様
の承諾日といたします。
■お申込条件
①旅行開始日時点で､15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただく
　場合があります。また、予約時点で20歳未満の方のみでのご参加の場合は、
　親権者の同意書が必要です。
②その他当社の業務上の都合がある場合には、お申し込みをお断りする場合
　があります。
●取消料
　旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除される場合は、次の金額を取
消料として申し受けます。

■旅行代金に含まれるもの
　パンフレットに明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事代及び消費
税など諸税。これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原
則として払い戻しいたしません。（コースに含まれてない交通費等の諸費用及
び個人的費用は含みません。
■特別補償
　当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意または過失の有無にか
かわらず、募集型企画旅行契約別紙特別補償規程に基づき、お客様が募集型
企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手

お申込の際、必ず旅行条件書（全文）をお受取いただき事前に内容をご確認の上お申込ください。ご旅行条件書（要旨）

●お問合せ・お申込みは下記へ
　濃飛バス トラベルセンター
　〒506-0053　岐阜県高山市昭和町 1-258（濃飛バス高山営業所 2F）
　TEL：0577-32-3267　FAX：0577-34-7264
　定休日：土・日・祝日
　旅行業務取扱管理者：阿星康雄

荷物上に被った一定の金額について、以下の金額の範囲において、補償金又
は見舞金を支払います。
・死亡補償金：1,500万円・入院見舞金：2～20万円・通院見舞金：1～5万円
・携行品損害補償金：お客様１名につき15万円まで（ただし、補償対象品１
個あたり10万円を限度とします。）
■国内旅行保険へのご加入について
　ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費などがかかる場合があ
ります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変
困難である場合があります。これらを担保するため、お客様自身で充分な額
の国内旅行保険等に加入されることをお勧めします。
■事故等のお申出について
　旅行中に、事故等が生じた場合は、直ちに現地係員、運送・宿泊機関等旅
行サービス提供会社、または、お申込店にご通知ください。（もし、通知で
きない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。）
■個人情報の取扱について
　当社は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報につい
て、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込
いただいた旅行において運送、宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそ
れらのサービスの受領のため手続きに必要な範囲内で利用させていただきま
す。また、当社の個人情報の取り扱いに関する方針については、当社の店頭
またはホームページ（http://www.nouhibus.co.jp）でご確認ください。
■旅行条件・旅行代金の基準日
　この旅行条件は、2018年11月１日を基準日としています。また、旅行代
金は2018年11月１日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。

旅行開始日の前日
から起算してさか
のぼって

取　消　日
21日目にあたる日まで
20日目以降８日目にあたる日まで
７日目以降２日目にあたる日まで

取消料

旅行開始日の前日
旅行開始日の当日
旅行開始後の解除・無連絡不参加

無料
旅行代金の20％
旅行代金の30％
旅行代金の40％
旅行代金の50％
旅行代金の100%

旅行企画実施
岐阜県知事登録旅行業　第 2-297 号
（一社）日本旅行業協会協力会員　旅行業公正取引協議会会員
濃飛乗合自動車株式会社
〒506-0026　高山市花里町 6丁目 125

企画協力（スキーレッスン・講習会委託）
全日本スキー連盟公認
飛騨高山スキー学校
〒506-0815　岐阜県高山市岩井町 914

旅行業務取扱管理者とは、お客様の取扱う営業所での取引に関する責任者です。
この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明の点があれば、ご遠慮なく上
記の旅行業務取扱管理者にお尋ねください。

●スキー・ボードのレッスン及び講習会の詳細問合せは下記へ
　飛騨高山スキー学校
　〒506-0815　岐阜県高山市岩井町 914
　TEL：0577-31-1027   FAX：0577-31-1027


